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たと当時のことを話さ

たそうです︒
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◇
佐藤社長も若いころ

よりも先に経理の知識
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まで頑張った時です︒
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は毎晩遅くまでお客様

協50周年記念行事の実 うと︑先代は戦前︑東

まわりをしていたそう

藤農機があります︒

をしっかり身に着けた

京の会社に勤め︑当時

に入社︒当時の津軽ク

﹁高価なものだから﹂

行委員長を務められ︑

線沿いに︑株式会社佐
青森県商協では平成

ボタなどでお世話にな

と︑ためらいがあり︑

ったそうですが︑佐藤

なかなか決断できなか
社長は﹁このお客様に
は絶対必要な機械だ﹂

と思い夜2時過ぎまで
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できるようになっても

後︑クボタの大阪で1 り組んでいける提案が

年︑当時の青森クボタ

ようにすることも考え

るとのこと︒

最後に組合活動につ

◇

いて伺うと︑取材当時

ていくことが必要にな

る﹂と話され︑﹁実際に

いた時期と重なってい

農業をしている若者は

たことから︑過去の組

は︑青森県商会50周年

担い手の助けになり取
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り込んでいくためには︑
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農業に関連する資格取
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伝いをしていきたい﹂

◇
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としては︑適切な時期

せない人もいる︒組合

佐藤農機が約70年に や︑ネットを使いこな
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社としての強みを活か
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ルも行っています︒
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始めたいと考えていま

しんだりしながら︑会

の在り方を考えること
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日には仲間と野球を楽

コミュニケーションを

に思われます︒

が求められているよう

して難しい点が多く実

社を引き継ぐため︑営

図ってほしい﹂など︑

そのため︑佐藤社長
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努めています︒

は会社を後継者に譲る

生くらいのころ︑将来

頑張っているそうです︒
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事業展開も考えなくて

地域活性化につながる

が︑御子息が会社に入

にでてきました︒
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るそうです︒最近は時
工場になっていて︑ガ

の話をしたときに︑長

緒に取り組んでいける

現在︑佐藤農機は社

ために︑これからは農

間がとれずにいました

ざまな思いが次から次

業︑整備に毎日勉強し

討しましたが︑事業と
施はしていません︒

後継者が定まり︑次代へ繋げるため
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記念誌の編集などに追 満州にある従業員10 方が良いと言われ︑商
00人以上いる工場の業簿記を学び佐藤農機
終戦後︑日本に戻っ

工場長をしていました︒

たそうです︒

り︑仕事を覚えていっ

い多忙な時期の取材で
た時には︑先代の奥様

したが︑快くお受けい
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総濠
ことができました︒
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事務所兼ショールー

ラス窓から整備工場を

と︑御子息と同世代の

他にはベテランの50代 その組織に参加し︑一

地域活性化にも意識を向けて

産直品の扱い等も含め
ムの奥には︑薪ストー

男は︑﹁やりたいことが
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ある︒﹂と話し︑野球

また︑このストーブ

息子さんが中学︑高校

と思っていたそうで︑

たいと思います︒

を存分に発揮して頂き
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世代に繋げるために︑
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くなるまでの間︑青森

になっています︒整備
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在は青森の中学校で教
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す︒ベテランがいて︑

当時は農家が機械に

員となり︑野球部の指
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会計事務所で働いてい

佐藤社長から御子息
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佐藤社長には3人の るそうです︒そして三
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うです︒

いた会社に戻れること 械を自分の手で修理し
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で︑動かなくなった機

れることもあったそう

ころ︑﹁お黒黒一人一人

やがて東京も落ち着

というので︑三男が跡

の状況の違いを詳しく
て動いた時は︑農機の

になったのですが︑修

導をしています︒次男

もしないわけにもいか
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